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AI による
スポーツ・
ハイライト動画
編集の神速機敏
イノベーションとハイパー・パーソ
ナライズされたユーザー体験がも
たらす放送事業者と視聴者との新
たな関係
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Mario Cavestany は、IBM の欧州地域で TME 業界の
リーダーを務めている。デジタル・リインベンションに
よる企業変革と収益拡大に向け、よりアジャイルで
リーンな業務への転換を図る企業が、顧客や視聴者、
ファンに対して最上の体験を提供できるよう支援して
いる。
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20 年間に及ぶ通信・メディア業界での経験に基づき、
欧州の通信サービス事業者数社のデジタル・エンター
テイメント分野における革新的サービスの立ち上げ
をサポートした。アナリティクスの専門家として定評が
あり、ブロードバンド固定回線および移動体通信ネッ
トワークを通じてデータを収集し、顧客体験を向上さ
せる活用手法構築の経験を有する。
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AI を活用したメディアおよびエンターテイメント・ソ
リューションを主導し、ソーシャル・メディア、ニュー・
メディアおよびスタジオ・セグメントの成長促進に注
力している。メディア、テクノロジー、通信およびエン
ターテイメント市場におけるマネージメント、コンサ
ルティング、事業開発、業界ソリューション、戦略およ
びアウトソーシングに数十年の経験を有する業界コン
サルタントである。
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AI にしか実現できないハイパー・パーソ
ナライズされたユーザー体験こそが、動
画 を 劇 的 に 変 革 するゲ ー ム・ チェン
ジャーである。

要点
AI は、機械学習と画像認識機能によってファン
の体験を充実させ、スポーツ・ハイライトを格
段に進化させる
AI は、テレビで放映されたスポーツ・シー
ンの中から、学習したさまざまな手がかりを
もとに分析し、多種多様な視聴者のセグメン
トごとに、動画に組み入れるべき場面を選別
する。その結果、編集チームは他の注力すべ
きコンテンツに、より多くの時間を割くこと
ができる。

放送事業者は、視聴者との新たな対話を通じ
て、
ファンと市場のエンゲージメントにおける新
たなプラットフォームを提供する
スポーツ放映権に投資する広告会社と通信
事業者は、ブロードバンド、固定電話、携帯
電話、テレビ契約などのバンドル・パッケー
ジの差別化に当たって、AI の可能性に注目
している。

動画コンテンツを使った新事業は、スポーツの
枠を超えて新たな広告機会を生み出す

ビデオ・エンリッチメントは、大規模な動画
ライブラリーよりも詳細で検索しやすい、
パーソナライズされたおすすめ情報を提供
することで、視聴者のエンゲージメントおよ
び広告収入を向上させる。

世界中で絶え間なく生成される多
様なスポーツ・データを網羅
世界中で日々開催される、何十ものスポーツ・イベントを放
送事業者が手作業で 10 分間の映像に編集する総作業量を
想像してみてほしい。人間の目では見落とされてしまうさまざ
まな事象も考慮すると、すべてのプレイ、投球、ゴール、落
球、警告を人間が把握することは不可能である。
スポーツや映画、テレビといったメディアの違いを問わず、動
画市場においてハイライト動画は最も急成長しているセグメ
ントであり、エンタープライズ動画市場は、2023 年までに
200 億米ドル近くまで拡大すると予想されている。1 この急成
長市場でシェア拡大をめざすコンテンツ制作会社にとって、
人工知能（AI）は大量の動画やデータの分析に活用できる。

その瞬間を逃さない
ウィンブルドン選手権（全英オープン）や FIFA ワールドカッ
プのような大規模イベントでは、動画編集に AI を活用するこ
とで、制作クルーでは到底不可能な速さでスタッツや結果情
報を提供することができる。例えば、ウィンブルドンでは、AI
システムを導入した 2017 年に人手の介在を排することで、ハ
イライト動画提供までの時間を従来よりも 15 分短縮した結
果、動画コンテンツの視聴回数は 1,440 万回に達した。2 AI は
コート・サイドでデータを収集・分析し、球速 160km のサー
ビス・エースを捕らえ、画像認識機能を駆使して観客の反応
を評価した上で、どのシーンをハイライト映像に取り込み、ど
れを排除するかを選別する（図 1 参照）。また、2018 年には
ウィンブルドンの公式 Web サイトが一新され、Facebook
Messenger のチャットボットを開始するなど、全世界のファン
とのつながりを向上させた。3
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AI は、拡張可能性・自動化・パーソ
ナライズを実現するデジタル・コンテ
ンツ・ビジネスモデルにおいて、メ
ディア・エンターテイメントのマーケ
ティング戦略の中心的役割を担うは
ずだ。

AI は、動画ハイライトの編集プロセスを迅速化・簡素化する
ために、以下の機能を提供する。
–– 採用する場面の選択：どのプレイをハイライト動画に含め
るかを評価するために、得点シーンの選手のガッツポーズ
など、試合中に盛り上がった瞬間を画像認識 API によって
ランク付けする。
–– クリッピングと微調整：データ・アナリティクスに基づき、取
り込む映像の開始と終了のタイム・スタンプなど、クリップ
の長さに応じて時間制限を設ける。画像認識機能では、観
衆のワイド・ショットなど、編集でカットすべき試合以外の
コンテンツを特定することもできる。

–– 制作：クリップは、ストーリー・テリングのグラフィックスと
権利保護のための透かしが追加された後、再利用可能な
業界標準フォーマットに統合され、制作サイドに手渡さ
れる。
–– 配信：コンテンツが承認されると、Web サイト、モバイル・
アプリ、ソーシャル・メディアなどでの公開に向けて、デジ
タル編集者に配信される。

図1
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ファンと市 場との 画 期 的 な エン
ゲージメント
FOX Sports は 2018 年 FIFA ワールドカップにおいて、AI ベー
スのプラットフォームを立ち上げた。ファンはこのプラット
フォームを使って、自身でカスタマイズした特別なサッカー・
ハイライト動画を作成したり、共有したりすることができる。4
また、FIFA が所有する現在および過去の試合のアーカイブ映
像を、開催年、チーム、選手、およびペナルティー・キック
やゴールといったプレイの種類ごとに検索・閲覧することも
可能だ。5 このインタラクティブ・プラットフォームは、ユーザー
の指示により映像を数秒間で分析・編集する。6 例えば、試合
後感動を分かち合いたければ、ファンは自作映像にタイトル
を付けて保存し、電子メール、テキスト、Facebook、Twitter
などを通じて共有も可能である。7

マスターズのシーンをとらえる
プロ・ゴルファーのメジャー選手権の 1 つであるマス
ターズ・トーナメントでは、映像編集に AI を活用するこ
とで、ハイライト動画をパーソナライズしている。マス
タ ー ズ の Web サ イトと モ バ イ ル・ ア プ リ の「My
Moments」は、ファンが選んだ好みの選手の映像をも
とにハイライト映像を編集する。このアプリは、音、プ
レイヤーの身振り、感情によってクリップを評価・分析
し、自然言語処理を駆使して実況中継の音声言語の中
から熱く盛り上がった瞬間を検知する。ハイライト映像
にはスコアと索引が付され、ファンは観たいと思うカス
タム・コンテンツに瞬時にアクセスできる。8

個人の好みに合わせてパーソナライズしたスポーツ・ハイラ
イトを作成するということは、すなわちトーナメント、チーム、
好きな選手、特定のプレイに基づいてコンテンツのキュレー
ションを行うことと同義である。もちろんこの他にも、視聴者
の好みを反映することは可能だ。例えば、視聴時間や、5 イ
ンチのハンドヘルド・デバイスか大型スクリーンかといった
デバイスの種類などがある。さらに、コンテンツの一時停止
や再生、早送りといった視聴行動に基づいて、その傾向に
沿ったものを作成することもできる。
新たな手法で視聴者とのコミュニケーション能力を獲得した
放送事業者は、ファンと市場を媒介するプラットフォーマーと
なった。このことは広告会社の注目を集めており、また通信
事業者も顧客ロイヤルティーとユーザー 1 人当たりの平均売
上高（ARPU）の向上に向けて、ブロードバンド、固定電話、
携帯電話、テレビ契約をパッケージとしてバンドル化した「ク
アッド・プレイ」を差別化するべく、スポーツ放映権への投
資に積極的に動くものとみられる。
高速インターネット回線を通じて提供されるオーバー・ザ・
トップ（OTT）コンテンツの場合、AI によって実現されるイノ
ベーションが顧客の開拓と維持に役立つ。ウィジェットやモバ
イル・アプリなど補助的なエンゲージメント・チャネルは、広
告会社のメッセージと通底し、親和性を持って文脈に沿う形
でファン体験を創出することで、広告インベントリーを促進す
ることができる。広告収入に支えられるスポーツ・ビジネス
において、こうした体験は収益化が可能な新たな広告スロッ
トを生み出す。
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Watson、映画界に進出する
IBM の研究者は、米国の映画会社 20 世紀フォックス
社と共同で、2016 年制作の SF スリラー映画「Morgan
（邦題：モーガン プロトタイプ L-9）」において、史上
初めて AI による予告編の映像制作を行った。9 システ
ムは IBM Watson™の API と機械学習技術を活用して、
ホラーやスリラーといったジャンルの映画 100 本の予
告編を分析・学習した。次に Watson に映画の完全
版をインプットし、不気味な世界観を創り出す映像や
音声を選択して予告編を制作するようプログラムし、
最終的に 6 分間の映像が出来上がった。従来の映画
予告編制作プロセスでは、完成までに何日もかかるの
が通例である10 が、今回の AI による制作では、シス
テムが最初にこの映画を観てから、最終的に編集が完
了し、映像が出来上がるまでに要した時間はわずか
24 時間程度であった。11

動画の価値とパフォーマンスを高
める
スポーツ以外にも、分類と検索を簡易化することによって、AI
がデジタル・コンテンツ消費を促進できる分野はある。Netflix
などのサブスクリプション・ストリーミング・サービスであれ、
広告収入をベースとするモデルであれ、消費者がそれを利用
するかどうかの最終判断は、コンテンツの提供手法にかかっ
ている。
ビデオ・エンリッチメントは、AI を活用してマルチメディア・
コンテンツを深く掘り下げ、オーディオ・データ、テキスト・
データ、ビジュアル・データを分析し、メタデータ・パッケー
ジを作成する。結果、各アセットは検索可能な状態となり、
パーソナライズされたおすすめ映像とともに、大規模な動画
ライブラリーよりも詳細かつ検索しやすいデータ・セットとし
て提供される。そうすることで、観たいコンテンツをさらに検
索しやすい状態にし、視聴者のエンゲージメントと広告収入
を向上させることができる。12 ほとんどのユーザーは、スト
リーミング動画サービスで視聴したいコンテンツを探そうと
すると、際限なく現れるメニューの選択肢と格闘した挙げ句、
遂には途方にくれてしまう。プラットフォーム全体で提供され
る選択肢というのは、それほどまでに多岐にわたる。しかし、
AI とパ ーソナライゼ ーション は、Netflix、Amazon Prime
Video、HBO、iTunes などプラットフォームに関係なく、すべ
てのソースからコンテンツを抽出することで、視聴者が望む
コンテンツを発見しやすくできる。従来の多チャンネル映像
番組配信事業者（MVPD）やケーブル・テレビ事業者は、ア
ナリティクスや AI を活用してクラウド DVR のパターンを理解
することで、パーソナライズしたサービスを創出したり、解約
率を改善したりすることができるのである。
インテリジェント・システムは、視聴者の視聴履歴を学習する
ことで、ユーザーが観たいと思うコンテンツが何かを把握でき
る。また、ノートパソコンに内蔵されたカメラを利用して顔認
識技術などと組み合わせることで、身体的反応を手がかりに、
視聴者の感情からユーザーの嗜好を理解することもできる。
そ
の結果、視聴者が最も満喫できると思われる動画や、高度に
パーソナライズされたメディアの「おすすめ」につなげられる。
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AI の機械学習機能を利用することにより、キャプションや字
幕の作成プロセスを自動化・簡素化し、さらには、正確かつ
要件を満たした、編集も容易な動画キャプションを生成でき
るようになるだろう。また、テレビのライブ放送やオンデマン
ド動画コンテンツの同時翻訳を行うことも可能だろう。13 放送
事業者は正確なキャプション付きニュースの放映までに要す
る時間を短縮させ、社会はその番組から最大限の価値を得る
ことができる。ソリューションは時間とともに学習を深め、精
度を向上させていく。

確かに AI は人間の独創性を完全に
体現することはできない。しかし、
ワークフローとメディア・プロセスを
最適化して、コンテンツから一層大
きな価値を創出することはできる。

データが主導する未来の動画体
験に備える
スポーツ放映権料が高騰し、エンゲージメントの半減期が延
伸する中、動画コンテンツ・プロバイダーはより多くのコンテ
ンツ収益化手段を確保する必要性に迫られている。AI を利用
して制作される動画ハイライトは、パーソナライズされた体
験を遍く提供することを通じて、視聴者を積極的に取り込んだ
り、ライブ・スポーツ・コンテンツがもたらす価値を高めた
りすることができる。確かに AI は人間の独創性を完全に体現
することはできない。しかし、ワークフローとメディア・プロ
セスを最適化して、コンテンツから一層大きな価値を創出す
ることはできる。
プロバイダーは、デジタル・コンテンツの魅力を高める方法
を仔細に把握することで、
より効果的な費用便益分析を行い、
コンテンツの制作または調達に関する意思決定を、より的確
な情報に基づいて行うことができる。これが、最終的には顧
客の利用と満足度を高めることにつながる。
しかし、これも堅牢なアーキテクチャーという前提があってこ
そ初めて成り立つ。AI は機械学習を、機械学習はアナリティ
クスを、そしてアナリティクスは正確なデータと情報アーキテ
クチャー（IA）を必要とする。エントリー・ポイントはさまざ
まだが、ほとんどの企業は最初に IA を構築することによって、
エンタープライズ AI 環境を整備する。その実現には、以下
に示す基本的な 3 つの領域の技術を、それぞれの進歩に合
わせて取り入れる必要がある。
1. すべてのソースとその利用先を含め、あらゆるデータ・タ
イプの管理が可能なプラットフォームを提供するハイブ
リッド・データ・マネージメント
2. クラウド・プラットフォーム全体でデータを容易かつ安全に
利用できる、統一的なガバナンスと統合
3. あらゆるデータ・タイプの包括的かつ協業的な分析を通じ
て、複雑なデータ・セットから意味を見出すデータ・サイ
エンスとビジネス・アナリティクスの結合

考慮すべき問い
» メディア・プロセスを最適化するために、
どのように AI を活用できるか。メディア・
コンテンツの主要な定型プロセスのう
ち、AI で代替できるものは何か。
» 所有するコンテンツの権利を利用して、
どのような新しいインタラクティブな体
験を創出できるか。顧客関係のロイヤル
ティー評価とコンテンツ・サービスの解
約率改善に、ネット・プロモーター・ス
コア（顧客推奨度）をどのように利用で
きるか。
» コンテンツに対する顧客エンゲージメン
ト改善に向け、どのように AI を活用する
計画があるか。

Expert Insights について
Expert Insights は、ニュース価値の高いビジネスや関連テク
ノロジーのトピックについてソート・リーダーの意見を伝える
レポートです。世界中の該当分野の専門家との対話に基づい
て 作 成して い ま す。 詳 細 に つ い て は、IBM Institute for
Business Value（iibv@us.ibm.com）へお問い合わせくだ
さい。
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